
階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

松永　共広 長尾　勇気 田南部　力 村田　知也 安原　隆 豊田　雅俊

（日体大） （日体大助手） （警視庁） （滋賀・日野ク） （自衛隊） （警視庁）

平井　進悟 増田　荘史 関川　博紀 笹本　睦 工藤　健太 富谷　光雄

（綜合警備保障） （香川・高瀬高教） （新潟・三条工高教） （綜合警備保障） （青山学院大） （自衛隊）

金渕　清文 池松　和彦 山本　英典 飯室　雅規 平井　満生 西田　哲人

（国士大助手） （日体大） （自衛隊） （自衛隊） （綜合警備保障） （自衛隊）

宮田　和幸 天谷　満博 工藤　祐士 永田　克彦 大井　将憲 佐野　裕樹

（クリナップ） （茨城・土浦日大高教） （東和タクシー） （新日本プロレス職） （自衛隊） （日体大）

小幡　邦彦 小柴　健二 長島　和彦 菅　太一 斉藤　柔 加納　篤

（山梨学院大） （佐賀・鹿島実高） （早　大） （日　大） （自衛隊） （岐阜・恵峰学園職）

川合　達夫 仙波　勝敏 横山　武典 松本　慎吾 木下　英規 太田　光洋

（群馬・板倉高教） （立命館大） （岡山県協会） （一宮運輸） （練馬駐屯地） （日体大）

中尾　芳広 浜中　和宏 小平　清貴 森角　裕介 太田　浩史 谷口　周平

（エスピーネットワーク） （高田道場） （警視庁） （日体大） （青学大職） （自衛隊）

田中　章仁 藤田　尚志 沢田　直樹 鈴木　克彰 瀬川　浩寿 阿部　雄二

（専　大） （山梨学院大） （拓　大） （警視庁） （警視庁） （東洋大）

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

吉村　祥子 野口　美香 清水　美里

（ＴＢＣ） （中京女大） （ジャパンビバレッジ）

服部　担子 赤坂　幸子 深海　朋子

（中京女大） （福岡・三井高） （滋賀・日野ク）

山本　聖子 清水 真理子 吉田 沙保里

（日　大） （群馬県協会） （中京女大）

岩間　怜那 鈴木　亜里 中西　はつみ

（中京女大） （ジャパンビバレッジ） （東海大）

斉藤　紀江 坂本　襟 久保　千明

（ジャパンビバレッジ） （中京女大） （中京女大）

浜口　京子 越智　雅子 新海　真美

（浜口ジム） （愛媛県協会） （滋賀・日野高）

68

75

130 130

46

51

56

62

76 76

85 85

97 97

58 58

63 63

69 69

（12月21～23日、東京・代々木第二体育館）

【フリースタイル】 【グレコローマン】

54 54

◎2001年



階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

田南部　力 松永　共広 平井　進悟 豊田　雅俊 安原　隆 和田　宗法

（警視庁） （日体大） （綜合警備保障） （警視庁） （自衛隊） （日体大）

太田　亮介 関川　博紀 松尾　大士 笹本　睦 富谷　光雄 甲斐　義人

（警視庁） （新潟・三条工高教） （日体大） （綜合警備保障） （自衛隊） （日体大）

宮田　和幸 筧田　幸宏 池松　和彦 飯室　雅規 大井　将憲 斉藤　柔

（クリナップ） （国士大助手） （日体大助手） （自衛隊） （自衛隊） （自衛隊）

小幡　邦彦 長島　和幸 小柴　健二 永田　克彦 菅　太一 加納　篤

（山梨学院大） （早　大） （佐賀・鹿島実高教） （新日本プロレス職） （警視庁） （岐阜・恵峰学園職）

横山　秀和 山本　悟 磯川　孝生 松本　慎吾 木下　英規 太田　光洋

（秋田・秋田商高教） （日体大） （大分・日本文理大付高） （一宮運輸） （練馬駐屯地ク）　 （日本文理大職）

中尾　芳広 小平　清貴 森山　政秀 加藤　賢三 谷口　周平 森角　裕介

（エス・ピー・ネットワーク） （警視庁） （日体大） （大東大） （自衛隊） （新日本プロレス職）

田中　章仁 諏訪間 幸平 沢田　直樹 鈴木　克彰 瀬川　浩寿 室谷　正憲

（専　大） （クリナップ） （拓　大） （警視庁） （警視庁） （和歌山県立武道館）

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

坂本 真喜子 吉村　祥子 野口　美香

（愛知・中京女大付高） （ＴＢＣ） （中京女大）

伊調　千春 服部　担子 平岡　深雪

（中京女大） （中京女大） （大東大）

吉田 沙保里 坂本 日登美 松川 知華子

（中京女大） （中京女大） （富山・富山一高）

岩間　怜那 清水 真理子 菅　綾子

（リプレ） （群馬県協会） （日　大）

伊調　馨 正田　絢子 菅原　美々

（愛知・中京女大付高） （東洋大） （国士大）

斉藤　紀江 坂本　襟 塚本　真紀

（ジャパンビバレッジ） （中京女大） （中京女大）

浜口　京子 村島　文子 新海　真美

（浜口ジム） （中京女大） （滋賀・日野高）

59

63

67

72

120 120

【女　子】

48

51

55

74 74

84 84

96 96

55 55

60 60

66 66

◎2002年
（12月21～23日、東京・代々木第二体育館）

【フリースタイル】 【グレコローマン】



階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

田南部　力 松永　共広 齋藤　将士 豊田　雅俊 安原　隆 平井　進悟

（警視庁） （静岡県協会） （日　大） （警視庁） （自衛隊） （綜合警備保障）

山本　英典 井上　謙二 関川　博紀 笹本　睦 富谷　光雄 伊藤　光

（自衛隊） （自衛隊） （新潟・三条工高教） （綜合警備保障） （自衛隊） （岡山県協会）

池松　和彦 鈴木　崇之 小原　康司 飯室　雅規 伊是名 正旭 大井　将憲

（日体大助手） （立命館大） （自衛隊） （自衛隊） （日本体育大学ＯＢ） （自衛隊）

小幡　邦彦 工藤　祐士 高橋　龍太 菅　太一 永田　克彦 加納　篤

（綜合警備保障） （岡山県協会） （拓　大） （警視庁） （新日本プロレス職） （恵峰学園）

横山　秀和 磯川　孝生 松本　真也 松本　慎吾 太田　充洋 木下　英規

（秋田・秋田商高教） （拓　大） （日　大） （一宮運輸） （日本文理大職） （練馬駐屯地クラブ）

小平　清貴 森山　政秀 坂本　憲蔵 加藤　賢三 森角　裕介 太田　宣明

（警視庁） （日体大） （日本文理大） （自衛隊） （新日本プロレス職） （自衛隊）

田中　章仁 諏訪間 幸平 杉浦　一生 鈴木　克彰 室谷　正憲 後藤　志勝

（専　大） （クリナップ） （山梨学院大） （警視庁） （和歌山県立武道館） （日体大）

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

伊調　千春 坂本 真喜子 山本　みゆう

（中京女大） （愛知・中京女大附高） （ＰＵＲＥＢＲＥＤ）

服部　坦子 鈴木　七恵 栄　友菜

（中京女大） （栃木・足工大附高） （愛知・中京女大附高）

吉田 沙保里 山本　聖子 松川 知華子

（中京女大） （ジャパンビバレッジ） （日　大）

岩間　怜那 西牧　未央 菅　綾子

（リプレ） （愛知・中京女大附高） （日　大）

伊調　馨 正田　絢子 坂本　襟

（中京女大） （東洋大） （リプレ）

菅原　美々 塚本　真紀 榎本　美希

（国士舘大） （中京女大） （三重・四日市四郷高）

浜口　京子 斉藤　紀江 村島　文子

（ジャパンビバレッジ） （ジャパンビバレッジ） （中京女大）

51

55

59

63

67

72

96 96

120 120

【女　子】

48

66 66

74 74

84 84

（12月21～23日、東京・代々木第二体育館）

【フリースタイル】 【グレコローマン】

55 55

60 60

◎2003年



階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

杉谷　武志 和田　宗法
松永　共広 清水 聖志人 （自衛隊） 平井　進悟 村上　文清 （日体大）

（綜合警備保障） （クリナップ） 稲葉　泰弘 （綜合警備保障） （自衛隊） 大津　卓睦
（専　大） （スターツ）

大澤　茂樹 福間　道元
小島　豪臣 井上　謙二 （茨城・霞ヶ浦高校） 笹本　睦 北岡　秀王 （日体大）

（日体大） （自衛隊） 湯元　健一 （綜合警備保障） （日体大） 松本 隆太郎
（日体大） （日体大）

佐藤　吏 江藤　紀友
池松　和彦 金渕　清文 （早　大） 飯室　雅規 伊是名 正旭 （拓　大）

（日体大） （国士舘大） 坂本　将典 （自衛隊） （沖縄県協会） 綾田　慎也
（日　大） （自衛隊）

木村　享史 永田　克彦
小幡　邦彦 高橋　龍太 （自衛隊） 鶴巻　宰 菅　太一 （新日本プロレス職）

（綜合警備保障） （埼玉県協会） 工藤　祐士 （国士舘大） （警視庁） 岩崎　裕樹
（高松農業高校） （銀水荘）

小西　誠 萬　寛史
磯川　孝生 山本　悟 （自衛隊） 松本　慎吾 齋川　哲克 （自衛隊）

（拓　大） （岡山聾学校） 松本　真也 （一宮運輸） （日体大） 小向　忍
（日　大） （自衛隊）

米山　祥嗣 子本　真照
小平　清貴 横山　武典 （日体大） 森角　裕介 加藤　賢三 （青山学院大）

（警視庁） （岡山県協会） 坂本　憲蔵 （長野県協会） （自衛隊） 前島　信彦
（日本文理大） （拓　大）

新海　一樹 沢田　直樹
田中　章仁 荒木田 進謙 （明　大） 新庄　寛和 鈴木　克彰 （徳山大）

（専　大） （青森・光星学院高校） 北村　克哉 （国士舘大） （警視庁） 丸山　秀樹
（専　大） （東京農業大）

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

船津　愛里
坂本 真喜子 船津　友里 （東洋大）

（中京女大） （東洋大） 世良　桃子
（福岡大）

本橋　裕子
坂本 日登美 服部　担子 （中京女大）

（和光クラブ） （中京女大） 甲斐　友梨
（中京女大）

柴田　瑞恵
吉田 沙保里 松川 知華子 （愛知・中京女大附高）

（中京女大） （日　大） 関根　ゆう
（大東文化大）

山名　慧
中西 はつみ 岩間　怜那 （愛知・中京女大附高）

（中京女子大大学院） （リプレ） 西牧　未央
（愛知・中京女大附高）

金澤　早希
伊調　馨 正田　絢子 （堺女子短期大）

（中京女大） （東洋大） 松川 絵里香
（日　大）

塚本　真紀
斎藤　紀江 坂本　襟 （中京女大）

（ジャパンビバレッジ） （リプレ） 菅原　美々
（警視庁）

田中　希枝
浜口　京子 村島　文子 （愛知・中京女大附高）

（ジャパンビバレッジ） （中京女大）

67

72

【女　子】

48

51

55

59

63

84 84

96 96

120 120

60 60

66 66

74 74

◎2004年
（12月21～23日、東京・代々木第二体育館）

【フリースタイル】 【グレコローマン】

55 55


